
 

  

  

 

 

 

く ら し の カ レ ン ダ ー （ ２ 月 ）  
日・曜日 内    容 場 所 時 間 
１日(水) 特設人権相談 日吉支所会議室 １０：００ １５：００ 

２日(木) 
健康体操 
健康相談 
元気なりもんそ教室 

吹上中央公 館 
東市来保健センター 
市中央公 館 

９：３０ １１：００ 
９：３０ １１：３０ 

１０：００ １１：３０ 
３日( )    
４日(土)    
５日(日)    

６日(月) 
スマイルハンサム教室 
育児相談 
健康相談 

市中央公 館 
日吉保健センター 
吹上保健センター 

９：３０ １１：００ 
９：３０ １１：３０ 
９：３０ １１：３０ 

７日(火) 健康体操 市中央公 館 １３：３０ １５：００ 

８日(水) 健康体操 
健康相談 

日吉保健センター 
市中央公 館 

８：３０  ９：３０ 
９：３０ １１：３０ 

９日(木) 

育児相談 
健康体操 
健康相談 
健康お楽しみクラブ 
元気なりもんそ教室 

子手帳交付 
 

市中央公 館 
吹上保健センター 
日吉保健センター 
東市来B&G海洋センター 
日吉保健センター 
市中央公 館 
 

９：３０ １１：００ 
９：３０ １１：００ 
９：３０ １１：３０ 
９：３０ １１：３０ 

１０：００ １１：３０ 
受付１３：２０ １３：３０ 
交付     １５：００ 

10日( ) わこなろ会(運動教室) 吹上保健センター １０：００ 正午    
11日(土)    
12日(日) ひおきおもちゃ病院開院 市中央公 館 １３：００ １５：００ 
13日(月)    

14日(火) 
育児相談 
育児相談 
健康体操 

東市来保健センター 
吹上保健センター 
市中央公 館 

９：３０ １１：００ 
９：３０ １１：３０ 

１３：３０ １５：００ 

15日(水) 健康体操 
相談 

日吉保健センター 
市中央公 館3階大会議室 

８：３０  ９：３０ 
１０：００ １５：００ 

  

広報ひおき 
平成２９ １月１２日発  

日置市役所 総務企画部 総務課 

第 ２８０ 号 

※市役所各係の電話番号は全て直通になっています。お掛け間違いのないようお気を付けください。 

【 参画推進 会の市 委員募集について】 
募集人員 各3人  委員の任期 平成29 ４月１日から２ 間 
応募資格 日置市内にお住まいの満20歳以上(平成29 ４月１日現在)の方 
活動内容 市の施策や運営を、市 一人ひとりの人権が され、 が、その 勯と能 を 分に発 することができ、

ともに責任を担う社会を形成していくという視点で、その 本 なあり方や勧 化などの諸課題について話し合
い、市 に提言しながら、いっしょにすすめていきます。 

応募方法 申込書に必要事項を記入の上、「”私の 参画社会”の実現に向けて」を400 にまとめ、持参、 送、
FAX、電子メールのいずれかで提出してください。申込書は、ホームページ、本庁地域づくり課、各支所地域振
興課、日置市 勯センターおよび各地 公 館にあります。申込書の提出は各支所地域振興課、日置市 勯セン
ター、地 公 館でも受け付けます。 児もできます。 ひどなたでもご応募ください。 

募集  ２月３日( )必着 
選考方法 書類 を い、 は応募者全員に通知します。なお、 の についてはお応 しか ますの

で、ご ください。また、申込書は返却しません。 
【申込先・お問い合わせ先】 

本庁地域づくり課 参画係 TEL 248-9408 FAX 273-3063 メール danjokyoudousankaku@city.hioki.lg.jp 

≪≪≪≪地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり課課課課から≫から≫から≫から≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【募 防 の実施について】 
日時 １月28日(土) 午前８時から午後３時まで 
場所 伊集院総合運動公園(避難退域時検査訓練)、 さつま市 文化センター(避難所運営訓練) 等 
内容 午前８時から正午まで      対策本部設置・一時避難所開設訓練、広報訓練 

午前11時30分から午後３時まで 避難誘導訓練( スにより 文化センターへ避難) 
正午から午後２時まで      避難退域時検査訓練 

その他 広報訓練として、防災 政 拓、 広報、緊急速報メール・エリアメール等により、市内全域に対して 報
の訓練を います。 
(１)市全域に防災 政 拓による訓練放送を います。 
(２)勜内募子 発電所から30キロ 内の地域では拔防 広報を います。 
(３)「緊急速報メール・エリアメール」の受信設定をされている方には、訓練としてメールが配信されます。 

※訓練参加者には、事前にご連絡してあります。 
【お問い合わせ先】本庁総務課防災係 TEL 248-9401 

≪≪≪≪総務課総務課総務課総務課から≫から≫から≫から≫ 

【オリーブ教室参加者募集について】 
対象者 日置市在住の方 
期日 ２月１日(水)、８日(水)、15日(水) 

※３回とも受講される方に限ります 
時間 (１)午前10時から正午まで 

(初めて参加される方を対象) 
(２)午後１時から午後３時まで 
(以前参加された方を対象) 

場所 日置市妙円寺地域交 センター 
定員 各20人(定員になり次第 ります。) 
持ってくるもの 記用 、 水 
※以前参加された方も、 どちらでも参加

できます。 
【申込先・お問い合わせ先】 

本庁 水勩課 リーブ推進係 
TEL 273-8870 

≪≪≪≪農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課から≫から≫から≫から≫ 

【平成29 入 参加資格 申請の定期お び 加受付について】 
対象者 平成29 において日置市(出先機関を含む。)が発注する競争入札に参加を希望される方。今回、建設工事部門

については定期の受付となりますので、入札に参加しようとする方は必ず申請してください。また、 、建設コ
ンサルタント等部門および物品、役務等部門については、追加の受付となりますので、平成28 の定期審査にお
いて、申請をされなかった方、または業務の追加等の 申請される方を対象とします。 

対象部門 建設工事(定期) 
、建設コンサルタント等(追加) 

物品、役務等(追加) 
受付期間 1月27日( )から3月13日(月)まで（土曜日、日曜日および祝祭日は除く。） 
申請書入手方法 日置市ホームページからのダウンロード、または本庁財政管財課で入手できます。 
【提出先・お問い合わせ先】本庁財政管財課 管財係 TEL 248-9402 

≪≪≪≪財政管財課財政管財課財政管財課財政管財課から≫から≫から≫から≫ 

≪≪≪≪介護保険課介護保険課介護保険課介護保険課から≫から≫から≫から≫ 

【ほのぼの語ろ会の開催について】 
日程・会場 １月26日(木) 市中央公 館 

２月17日( ) 東市来保健センター 
時間 午後１時30分から午後３時30分まで 

※開催時間内であれば、いつでも参加可能 
対象者 ご家族を介護されている方 

介護に関心のある方 
内容 交 会(介護に関する相談もできます。) 
その他 高 者元気 アッ ポイント事業の対象と

なりますので、介護予防ボランティア手帳をお
持ちの方は、ご持参ください。 

【お問い合わせ先】 
日置市地域包括支援センター TEL 248-9423 

≪≪≪≪企画課企画課企画課企画課から≫から≫から≫から≫ 

【テレビの視聴に関するお知らせ】 
携帯電話の新しい電波が地上デジタル放送に近い周波数を
用するため、テレビアンテ 設 等に影響がでる場合があり

ます。電波発射予定日の１月26日(木)以 にテレビ に影響
がでた際は、コールセンターへご連絡をお願いします。携帯電
話の新しい電波による影響の場合は、一般社団法人700MHｚ
(メガヘルツ) 用推進 会が で回 業を います。 
影響が考えられる地域 日置市内一部の地域 
【お問い合わせ先】 

700MHz(メガヘルツ)テレビ受信障害対策コールセンター 
TEL 0120-700-012 
※上記番号がつながらない場合、TEL 050-3786-0700 
受付時間は、午前9時から午後10時までです。(土日祝日を含

む。) 

【シンポジウム「明治維新の礎を築いた『SATSUMA』~
パリ勦 ら る 時 ~」の開催について】 
 

≪≪≪≪東市来支所地域振興課東市来支所地域振興課東市来支所地域振興課東市来支所地域振興課から≫から≫から≫から≫ 

1598 （ 3 ）に勹 拣 が連れ った
工らによって始まった薩摩焼。その歴史は、いち
き 木 市勹平から始まり、当時、 代勜と ば
れていた美山に場所を移し、苦難の末、明治時代
に 期を 、 ーロッ を中心に薩摩焼は
「SATSUMA」としてもてはやされます。今回、
その「SATSUMA」にスポットを当て、シンポジ
ウムを開催します。 
期日 1月28日(土) 
時間 午後１時から午後３時40分まで 
場所 東市来文化交 センター 
入場   
【お問い合わせ先】 

東市来支所地域振興課自治振興係 
TEL 274-2112 



休日当番医のお知らせ 
 【伊集院地域】 【東市来地域】 【日吉・吹上地域】 

1 月 22 日 松崎内科ひふ科 TEL 272-2468 新山 科 TEL 274-1775 外科馬場病院 TEL 296-2611 
1 月 29 日 本庄病院    TEL 273-2135 

科 TEL 273-1333 
浅谷小児科医院  TEL 274-3088 しいの内科クリニック 

TEL 299-3111 
※診 時間は、各医 機関にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パブリックコメントの実施について】 
市では、次の計画を策定するに当たり、広く市
の皆さまからご意 をいただくために、 ブリ

ックコメントを実施します。 
計画名 第三次子ども読書活動推進計画(案) 
計画の公表 市ホームページおよび日置市

書館(中央・東市来・ひよし・ふきあ
げ)、各地 公 館で公勖します。 

手続期間 １月11日(水)から30日(月)まで 
【お問い合わせ先】 

日置市 中央 書館 TEL 273-6886 

≪≪≪≪中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館から≫から≫から≫から≫ 

【介護支援専門員の募集について】 
業務内容 介護保険要支援者・総合事業対象者へのケアマネジ

メントに係る一連業務 
募集人員 拊 名 勤務地 日置市内 
応募資格 介護支援 門員の資格、 通自動 運 免許を有

し、自家用 を 用できる方 
勤務時間 午前８時30分から午後５時まで(休憩１時間含む) 
休日 土日、祝日および 末 始 

形態 時間額1,540円 
加入保険等 社会保険、雇用保険 
提出書類 市指定の 歴書１部(写真貼付） 
選考方法 書類審査、面接 
【提出先・お問い合わせ先】 

本庁介護保険課介護予防支援係 TEL 248-9423 

≪≪≪≪介護保険課介護保険課介護保険課介護保険課から≫から≫から≫から≫ 

≪≪≪≪    福祉課福祉課福祉課福祉課からからからから    ≫≫≫≫ 

【定期予防 委 医 務関の について】 
医 機関からの申し出により平成29 １月から予防接 が

実施できませんのでお知らせします。 
医 務関 藤井内科小児科医院 

(伊集院町妙円寺一丁目72番地３) 
 休診のため 

【お問い合わせ先】 
本庁健康保険課保健予防係 TEL 248-9421 

 
【平成28 第２回健康づくり推進協議会の開催

について】 
期日 １月31日(火) 
時間 午後２時から午後４時まで 
場所 市中央公 館３階 研修室２・３ 
内容 日置市元気な市 づくり運動推進計画策定について 
公開・非公開の別 公開(傍聴者定員15人) 
その他 会議開催時刻の30分前から傍聴手続をします。傍聴

の際は、会場入 に掲 してある傍聴要 を 守してく
ださい。 

【お問い合わせ先】 
本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-9421 

≪≪≪≪健康保険健康保険健康保険健康保険課課課課から≫から≫から≫から≫ 

【訂正とお詫び】 
広報ひおきお知らせ版第279

号(平成28 12月15日発 )に
誤りがありました。次のとおり
訂正してお詫びします。 
【空き家セミナーの開催につい
て】 

(誤) TEL 225-4543 
(正) TEL 224-4543 

≪≪≪≪総務課総務課総務課総務課からからからから≫≫≫≫ 

【鶴丸児童クラブ支援員の募集について】 
業務内容 児童の健全な育成のため な び・生活など 守り指導を う。 
募集人員 拊 名 
応募資格 (１)保育士または社会福祉士の資格を有する方 

(２)幼稚園や小・中・高等学校などの教員免許を有する方 
(３)上記資格は有しないが、児童の健全育成に熱意のある方 

勤務先 地 公 館 
勤務形態 月曜日から 曜日   午後３時から午後６時まで( 午後７時) 

土曜日・ 期休 期間 午前８時から午後６時まで( 午後７時) 
上記時間内でのシフト勤務 

形態 時間額715円以上 
提出書類 歴書１部（写真貼付） 
申込  １月31日(火)午後５時まで 
【申込先・お問い合せ先】 地 公 館 TEL 274-2511 

≪≪≪≪福祉福祉福祉福祉課課課課からからからから≫≫≫≫ 

【パブリックコメントの実施について】 
市では、次の計画を策定するに当たり、広く市
の皆さまからご意 をいただくために、 ブリ

ックコメントを実施します。 
計画名 日置市障がい者計画(案) 
計画の公表 市ホームページおよび本庁福祉課、

各支所市 課、各地 公 館で公勖し
ます。 

手続期間 １月12日(木)から２月10日( )まで 
【お問い合わせ先】 

本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416 

≪≪≪≪福祉課福祉課福祉課福祉課からからからから≫≫≫≫ 

【マレーシア 教室・ 
学 との 会について】 

日時 １月28日(土) 
場所 伊 地 公 館 室 
参加費 教室から参加  500円 

交 会のみ参加  1,000円 
募集人数 20人(定員になり次第 ります。) 
申込期限 １月20日( ) 
【申込先・お問い合わせ先】 

吹上支所地域振興課自治振興係 
TEL 296-2112 

≪≪≪≪吹上支所地域振興課吹上支所地域振興課吹上支所地域振興課吹上支所地域振興課からからからから≫≫≫≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日置市勘 治 費 成事業について】 
１月は日置市勘 治 助成事業の申請月です。 
平成29 １月から「ベビカムサポートひおき」と名称を

新たにスタートしたこの事業では、特定勘 治 だけでな
く、一般の勩 人科を受診して治 できる一般勘 治 に対
しても助成を っています。助成を受けられる期間やその
の条件などに関しては、次までお問い合わせください。 
【お問い合わせ先】 

本庁健康保険課健やか 子係 TEL 248-9421 

≪≪≪≪健康保険課健康保険課健康保険課健康保険課から≫から≫から≫から≫ 

 【 書 に る 相談会の開催】 
日時 場所 

１月24日(火) 
午後１時から午後４時まで 

吹上支所２階 第１会議室 

２月28日(火)  
午後１時から午後４時まで 

東市来支所3階 応接室 

相談従事者 児勹県 政書士会日置支部会員 
相談内容 相続、後 、公正 書、 、その 生活相談 
予約先 子勹 政書士事務所 TEL272-2405 

※事前予約の方を優先します。 
※相談時間は１人当たり30分 

【お問い合わせ先】 
美 政書士事務所 TEL 080-6476-3924 

≪≪≪≪総務課総務課総務課総務課から≫から≫から≫から≫ 

【 法書 に る 法 相談所( )開設】 
日時 ２月２日(木) 午後１時から午後４時まで 
場所 市中央公 館 ２階 小会議室 
相談従事者 児勹県司法書士会 児勹支部会員 
相談内容 勘動勩 記全般(権 関係)、 事一般、 

後 、 務 
予約先 県司法書士会事務局 TEL 256-0335 

※事前予約の方を優先します。 
※相談時間は１人当たり30分 

【お問い合わせ先】 
児勹県司法書士会 TEL 256-0335 

【 のための 学の の開催について】 
ご家族で科学の勘 議さや楽しさを体験してください。 

期日 １月28日(土) 
時間 午前９時30分から午後３時30分まで 
場所 市中央公 館 
入場   
テーマ エネルギー 
【お問い合わせ先】 

本庁学校教育課学校教育指導係 TEL 248-9431 

≪≪≪≪学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課から≫から≫から≫から≫ 

≪≪≪≪社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課から≫から≫から≫から≫ 

【社会教育指導員の募集について】 
業務内容 社会教育関係団体の指導助言、社会教育に関する事務、生涯学習支援に関する事務 
募集人員 拊 名 
応募資格 (１)教育一般に関して豊かな経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている方 

(２) コンによる事務 ができる方 
勤務 月17日 報酬 月額129,200円 
雇用期間 平成29 ４月1日から平成30 ３月31日まで(勤務実 等により、５ まで 新あり) 
提出書類 市指定の「 時・ 拤勤 員 申込書」１部(写真添付）、応募の動機(400 め募 用 ２ ３ ) 
提出期限 ２月３日( ) 
その他 詳細につきましては、市ホームページに掲載してある募集要項で確認ください。 
【提出先・お問い合わせ先】本庁社会教育課社会教育係 TEL 248-9432 
 

【学芸員の募集について】 
募集人員 １人 
応募資格 (１)学 員の資格を有し、 物館等の施設等に３ 以上勤務経験のある方 

(２)平成29 １月１日現在で35歳未満の方 
(３) コンによる事務 ができる方 

勤務 月21日  報酬 168,000円 
雇用期間 平成29 ４月1日から平成30 ３月31日まで(勤務実 等により、５ まで 新あり) 
提出書類 市指定の「 時・ 拤勤 員 申込書」１部(写真添付）、応募の動機(400 め募 用 ２ ３ ) 
その他 詳細につきましては、市ホームページに掲載してある募集要項で確認ください。 
提出期限 １月27日( ) 
【提出先・お問い合わせ先】本庁社会教育課文化係 TEL 248-9432 
 

【第10回日置市舞初め会について】 
日時 1月29日(日) 午後０時30分開演 
場所 日置市伊集院文化会館 
入場  前売り券1,000円(当日券1,200円) 
発券所 日置市伊集院文化会館 ほか 
【お問い合わせ先】 

日置市伊集院文化会館 TEL 273－4111 

【全国文化財防火デーについて】 
昭和24 １月26日の法 寺 画火災を教訓に、１月26日を

「文化財防火デー」と定め、全国で火災などの災害から文化財を守
る活動をしています。 

文化財は、私たちの 先がつくり、 い間守り続けた地域の財勩
です。それらを次の世代に引き継ぐために、皆さまの周りにある文
化財を守るように心がけましょう。 
【お問い合わせ先】本庁社会教育課文化係 TEL 248-9432 


